
会場：
期日：

エントリー： 144名
出場： 139名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 吹野 耕一 都賀 67 (34、33) 和泉 一夫 佐野 76 (38、38) 山本 哲也 習志野 79 (36、43) 123 月山 榮敏 セゴビア 86 (46、40)

2 金子 光規 レインボー 70 (36、34) 山田 英憲 ニッソー 76 (38、38) 櫻口 知也 アスレチック 79 (35、44) 後藤 秀彰 東松山 86 (46、40)

戸祭 康夫 芳賀 70 (36、34) 山川 忠男 ルーデンス 76 (37、39) 84 橘 秀臣 取手国際 80 (44、36) 小島 正司 鷹 86 (45、41)

設楽 守廣 赤城国際 70 (35、35) 金田 昌富 筑波 76 (37、39) 眞崎 敏寛 南総 80 (44、36) 田村 仁 緑野 86 (43、43)

帆足 文宏 東ノ宮 70 (35、35) 皆川 嗣郎 富士笠間 76 (36、40) 寺澤 正博 宍戸ヒルズ 80 (42、38) 山田 忠明 皐月･佐野 86 (42、44)

木村 裕治 水戸グリーン 70 (34、36) 森田 正浩 日立 76 (36、40) 桑田 達也 猿島 80 (42、38) 128 佐々木 貴志 ニッソー 87 (45、42)

田村 敏明 越後 70 (33、37) 加藤 倫康 スプリングフィルズ 76 (35、41) 山崎 道孝 鶴 80 (41、39) 野口 弘行 ザ・レイクス 87 (39、48)

8 笠井 昌孝 鶴 71 (36、35) 48 廣田 剛治 紫塚 77 (40、37) 海老澤 将之 ホワイトバーチ 80 (40、40) 130 竹内 千広 鴻巣 88 (44、44)

9 木村 利治 水戸グリーン 72 (37、35) 高橋 道信 白水 77 (39、38) 鎌田 一昭 嵐山 80 (39、41) 山田 浩之 龍ヶ崎 88 (43、45)

半田 裕一 ファイブエイト 72 (37、35) 松本 正之 皐月･佐野 77 (39、38) 小倉 公 霞台 80 (39、41) 大西 直樹 かすみがうらOGM 88 (42、46)

矢吹 龍一 水戸グリーン 72 (37、35) 本山 年夫 藤ヶ谷 77 (39、38) 波方 孝 越後 80 (39、41) 星野 節二 長岡 88 (42、46)

今西 一之 ダイヤグリーン 72 (35、37) 山端 孝博 新千葉 77 (39、38) 加藤 武雪 レイクランド 80 (39、41) 134 阿部 智征 皐月･鹿沼 89 (43、46)

中村 憲司 水戸 72 (35、37) 半田 容一 矢板 77 (39、38) 友水 基幸 水戸 80 (39、41) 安田 耕三 栃木ヶ丘 89 (41、48)

渡辺 幹根 スプリングフィルズ 72 (33、39) 八尋 天聖 皐月･佐野 77 (38、39) 95 林 和彦 ユニオンエース 81 (41、40) 136 才津 博昭 ニッソー 91 (45、46)

15 溝井 献也 扶桑 73 (39、34) 武田 淳一 那須小川 77 (38、39) 鈴木 秀恒 カレドニアン 81 (41、40) 137 冨澤 隆生 霞南 92 (43、49)

篠崎 明 オーク・ヒルズ 73 (38、35) 中野 正義 富士笠間 77 (38、39) 入江 芳史 セゴビア 81 (41、40) 138 加来 成浩 セゴビア 93 (42、51)

－ 以 上、 予 選 通 過　－ 平野 豪 紫 77 (37、40) 仲村 高穂美 かずさ 81 (40、41) 棄権 関 秀勝 玉造

渡辺 泰一郎 日本海 73 (38、35) 高田 康弘 関東国際 77 (36、41) 松本 真輔 富里 81 (39、42) 欠場 小松崎 卓 マナ

和田 貴之 栃木ヶ丘 73 (37、36) 大和田 康夫 草津 77 (36、41) 100 奥澤 國男 龍ヶ崎 82 (45、37) 欠場 今野 勲 真名

梅澤 吉朗 群馬 73 (37、36) 広瀬 照康 成田東 77 (36、41) 村山 大 桜 82 (42、40) 欠場 関 伸彦 オーク・ヒルズ

木村 仁 玉造 73 (36、37) 森川 宗介 ＧＭＧ八王子 77 (36、41) 福山 憲一 習志野 82 (42、40) 欠場 坂入 光 東ノ宮

宮田 玲 あさひヶ丘 73 (36、37) 62 太田 智喜 マナ 78 (40、38) 佐藤 匡哉 伊香保国際 82 (41、41) 欠場 宿谷 郁男 東ノ宮

松村 滋基 ファイブエイト 73 (36、37) 藤城 拓也 ディアレイク 78 (40、38) 大徳 正仁 セントラル 82 (39、43)  
近藤 博宣 あさひヶ丘 73 (34、39) 中山 秀之 水戸 78 (40、38) 久保 努 栃木ヶ丘 82 (38、44)  

24 志村 幹夫 大洗 74 (40、34) 高橋 克明 芳賀 78 (40、38) 106 阿部 秀夫 鴻巣 83 (44、39)  
進藤 祥史 扶桑 74 (39、35) 岩本 和彦 玉造 78 (39、39) 川崎 純 南総 83 (41、42)  
塩山 博之 宇都宮 74 (37、37) 互井 透 宍戸ヒルズ 78 (38、40) 菅野 大太 秋山 83 (40、43)  
石毛 昌則 新千葉 74 (37、37) 永田 昭二 ノースショア 78 (38、40) 鳥濱 伸八 栗橋國際 83 (39、44)  

28 宇佐美 正仁 金砂郷 75 (39、36) 小村 斎 総武 78 (38、40) 110 奥山 昌宏 鹿島の杜 84 (44、40)  
松本 晴男 皐月･佐野 75 (39、36) 村井 重正 成田GC 78 (38、40) 笹島 栄一 富士笠間 84 (43、41)  
小川 恭伸 南総 75 (38、37) 71 杉田 晃浩 玉造 79 (41、38) 大島 博之 セベ・バレステロス 84 (43、41)  
松本 浩 霞南 75 (38、37) 坂 航 ルーデンス 79 (41、38) 赤石 怜 東千葉 84 (42、42)  
今井 和弘 日光 75 (37、38) 高井 聡 岩瀬桜川 79 (41、38) 秋山 圭一郎 富士笠間 84 (41、43)  
松本 博史 太田双葉 75 (37、38) 星野 博 群馬 79 (40、39) 岡崎 雅次郎 玉造 84 (41、43)  
村上 拓也 セゴビア 75 (37、38) 山崎 唯普 皐月･鹿沼 79 (40、39) 高橋 美幸 香取 84 (40、44)  
山口 雅司 大利根 75 (36、39) 増渕 洋介 宇都宮 79 (39、40) 117 島澤 勝浩 茨城ロイヤル 85 (45、40)  
堀江 知史 緑野 75 (35、40) 木下 輝洋 皐月･佐野 79 (38、41) 山下 勝弘 鶴 85 (45、40)  
風見 甚造 東ノ宮 75 (35、40) 大川 厚志 玉造 79 (38、41) 高橋 秀和 佐原 85 (44、41)  

38 秋山 恵一 唐沢 76 (39、37) 川口 伸二 ツインレイクス 79 (37、42) 中澤 貞利 ツインレイクス 85 (43、42)  
三橋 好文 東千葉 76 (39、37) 伊藤 展慶 オーク・ヒルズ 79 (37、42) 岩出 浩正 ルーデンス 85 (42、43)  
小川 雅規 アザレア 76 (38、38) 堀江 隆 カバヤ 79 (37、42) 白 源正 ヨネックス 85 (39、46)  

平成21年8月28日

平成21年度(第9回）関東ミッドアマチュアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

レイクランドカントリークラブ( 6806Yards   Par 72 )


